
修理前・修理後の修理前・修理後の
車体寸法検査に最適！車体寸法検査に最適！
正しい診断、確かな修理を実現！！正しい診断、確かな修理を実現！！

フェアオススメ出展商品フェアオススメ出展商品
工具用品工具用品

▶▶SASUKEマスカーSASUKEマスカー

▶▶�雨樋養生シート�雨樋養生シート

養生用品養生用品 防水関連防水関連
▶▶ルーフィールーフィー
　　コーナーシールカッターコーナーシールカッター

▶ルーフィーチェッカー▶ルーフィーチェッカー

▼▼TTループローラーループローラー

有害物質対策資機材有害物質対策資機材

◀◀高強度高強度
���ノンスリップ���ノンスリップ
���マスカー���マスカー

▶▶MTウォッシャーマンMTウォッシャーマン��
　OT　OT--1513GB1513GB

▶ひらくん棒�チェーンタイプ▶ひらくん棒�チェーンタイプ
　OT　OT--C500C500

コンパクトで安定コンパクトで安定
感抜群！感抜群！

一斗缶の天板を切らずに一斗缶の天板を切らずに
そのまま撹拌！そのまま撹拌！

可搬性と耐久性を可搬性と耐久性を
兼ね備えた万能機！兼ね備えた万能機！

▶さげっと�▶さげっと�
　本体/内容器　本体/内容器 雨樋の養生が雨樋の養生が

簡単ワンタッチ！簡単ワンタッチ！

シート強度シート強度
     約2倍！     約2倍！

直線性・見切り性に優れ、直線性・見切り性に優れ、
耐久性や耐水性が高い！耐久性や耐水性が高い！

トルエン、トルエン、
　アセトン対応！！　アセトン対応！！

高耐久＆高耐久＆
　高洗浄性！！　高洗浄性！！

▼▼タフローラータフローラー

シーリング撤去や、シーリング撤去や、
　シート施工に便利な、　シート施工に便利な、
　　ルーフィーシリーズ！！　　ルーフィーシリーズ！！

▶▶ケミガードケミガード��
　SF2000　SF2000

▶▶簡易型簡易型
　セキュリティールーム　セキュリティールーム

▼▼電動ファン付き電動ファン付き
　呼吸用保護具　呼吸用保護具

▶▶粉じん専用集じん機粉じん専用集じん機
　CTH-26E　CTH-26E

▼▼ネオリバー泥パックネオリバー泥パック

▼▼負圧除じん装置負圧除じん装置��
　Novair700　Novair700

マルテーマルテー
　オリジナル！　オリジナル！

パック効果でパック効果で
　　飛散を防ぐ！　　飛散を防ぐ！

大型キャスター付で大型キャスター付で
　　　移動がラクラク！　　　移動がラクラク！

コンパクトでコンパクトで
　軽量タイプ！　軽量タイプ！

塗布しやすく、塗布しやすく、
　タレにくい！　タレにくい！

短時間で組立て簡単！短時間で組立て簡単！

▼▼ペリカンリムーバー�ペリカンリムーバー�
　アクア　アクア

▼▼保護めがね保護めがね

九州マルテーフェア九州マルテーフェアin鹿児島in 鹿児島20232023
オロシティーホールオロシティーホール

【住所】 鹿児島市卸本町6-12　【TEL】 099-260-2111【住所】 鹿児島市卸本町6-12　【TEL】 099-260-2111

33 月月44 日日　  　  ・・55 日日
10：00～17：0010：00～17：00 9：30～15：009：30～15：00

日 

時

会 

場
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鹿児島
中央駅→

産業道路産業道路

●南警察署●南警察署●奄美の里●奄美の里

谷山支所●谷山支所●

はま寿司

和田川

ジョリー
パスタ
タイフクタイフク

ファミリーマートファミリーマート鹿銀

南銀

エネオスエネオス

下堂園下堂園

●

●

●

●

● 

● 

Ｎ’scity
 ニシムタ● 

● 

● 

● 

ＪＲ谷山駅ＪＲ谷山駅

谷山電停谷山電停

空港バス(乗)空港バス(乗)
● 

松崎

松崎松崎
永
田
川

オロシティーホールオロシティーホール
山形屋
     商事
山形屋
     商事コスモスコスモス

すきやすきや

空港バス(降)空港バス(降)

● 

● 

第2駐車場第2駐車場

会
場
案
内
図

土 日

感染症対策について

諸般の状況により、延期または中止の場合は、弊社担当営業より別途ご案内申し上げます。

スタッフの手洗い・マスク着用を徹底しております。
会場内では、各所にアルコール消毒液を設置いたします。
来場時の検温・アルコール消毒など、
お客様にもご協力お願い致します。

TOK 九州支店

展示会限定企画
ご用意しております！
展示会限定企画
ご用意しております！

【新・白鳩 筋違・白毛】

■ 10号   101765 0010

■ 15号    101765 0015

■ 20号   101765 0020

■ 25号   101765 0025

サイズ

人気の「白鳩」が

さらに使いやすく

リニューアル！
人気の「白鳩」が

さらに使いやすく

リニューアル！

三拍子そろった

  溶剤塗料用刷毛！三拍子そろった

  溶剤塗料用刷毛！

※QRコードより動画が
　ご覧いただけます。

毛丈（mm）

10号 15号 20号 25号

36 36 39 39

16 16 18 18トジ幅（mm）

塗料含み塗料含み

まとまりまとまり

伸び伸び

【新・白鳩 筋違・白毛】

■ 10号   101765 0010

■ 15号    101765 0015

■ 20号   101765 0020

■ 25号   101765 0025

サイズ

人気の「白鳩」が

さらに使いやすく

リニューアル！
人気の「白鳩」が

さらに使いやすく

リニューアル！

三拍子そろった

  溶剤塗料用刷毛！三拍子そろった

  溶剤塗料用刷毛！

※QRコードより動画が
　ご覧いただけます。

毛丈（mm）

10号 15号 20号 25号

36 36 39 39

16 16 18 18トジ幅（mm）

塗料含み塗料含み

まとまりまとまり

伸び伸び

【新・白鳩 筋違・白毛】

■ 10号   101765 0010

■ 15号    101765 0015

■ 20号   101765 0020

■ 25号   101765 0025

サイズ

人気の「白鳩」が

さらに使いやすく

リニューアル！
人気の「白鳩」が

さらに使いやすく

リニューアル！

三拍子そろった

  溶剤塗料用刷毛！三拍子そろった

  溶剤塗料用刷毛！

※QRコードより動画が
　ご覧いただけます。

毛丈（mm）

10号 15号 20号 25号

36 36 39 39

16 16 18 18トジ幅（mm）

塗料含み塗料含み

まとまりまとまり

伸び伸び

刷毛・ローラー刷毛・ローラー

建築塗装関連

使用用途に　　使用用途に　　
　合わせて選べる　合わせて選べる
　　　豊富なラインアップ！！　　　豊富なラインアップ！！

作業性抜群！作業性抜群！

最高の最高の
　クオリティ！　クオリティ！

良質な馬毛により、良質な馬毛により、
　　滑らかな塗り感を実現！　　滑らかな塗り感を実現！

抜群の塗料含み＆伸び！！抜群の塗料含み＆伸び！！
毛羽・泡の発生を低減！！毛羽・泡の発生を低減！！

耐久性抜群の耐久性抜群の
  外装用ローラー！  外装用ローラー！

特別企画！！
特別企画！！

白星・白神・すすき・塗来・水星・伝翔�白星・白神・すすき・塗来・水星・伝翔�をを計計1010本本ご購入の方にご購入の方にレーザー焼印レーザー焼印致します。致します。

抜群の含み性能をもつ抜群の含み性能をもつ
特殊ストレート化繊刷毛！特殊ストレート化繊刷毛！

樹脂製刷毛樹脂製刷毛
　　シリーズ！　　シリーズ！

水性塗料・溶剤塗料水性塗料・溶剤塗料

どちらにも対応！どちらにも対応！

塗料含み◎塗料含み◎
　まとまり◎　まとまり◎
　　　　伸び◎！　　　　伸び◎！

キメの細かい仕上がりと、キメの細かい仕上がりと、
耐溶剤性を両立！！耐溶剤性を両立！！

高耐候性塗料に高耐候性塗料に
　ベストマッチ！！　ベストマッチ！！

嬉しい情報をLINEでお届け！

TOK　九州支店

❶QRコードから友だち追加

〒812-0004福岡市博多区榎田2-8-19 TEL:092-473-6511　FAX:092-473-6515

❷ID検索から友だち追加
LINE 内の「友だち追加」
ID/電話番号から

を入力ID 426twsqi

九州支店 公式LINE好評開設中！
友だち登録でお得な情報をGET！

▼友だち追加の方法は下記の2通り▼

LINE限定のお得な情報配信中！



出展メーカーオススメ商品出展メーカーオススメ商品
九州マルテーフェア in 鹿児島九州マルテーフェア in 鹿児島

ＮＣＫ

光洋化学

アルインコ エムオースプレーイング

●温風低圧塗装機●温風低圧塗装機
　　SG2001ソフトホース仕様SG2001ソフトホース仕様

おたふく手袋 カスタム

工機ホールディングスジャパン

●コンプレッサ●コンプレッサ
　　EC1445H3EC1445H3

興研

カモ井加工紙

●正宗●正宗
　　建築用マスキングテープ建築用マスキングテープ

京セラインダストリアルツールズ販売

●充電式パワーミキサー●充電式パワーミキサー
　　DPM180L5DPM180L5

ケツト科学研究所 兼六コンピュータサービス

●屋根やくん●屋根やくん
　　03�白03�白

ツボ万

●�防じんマスク●�防じんマスク
　　�1180H�型�1180H�型

日東電工

●手すりをガード●手すりをガード
　　SPV-A6050LBSPV-A6050LB

サンコウ電子研究所

●デュアルタイプ膜厚計●デュアルタイプ膜厚計
　　SWT-9000SWT-9000

●NEW●NEWTT弾だんホイール弾だんホイール
　　鋼板用・静音タイプ鋼板用・静音タイプ

シーアールティー・ワールド

日本ワグナー・スプレーテック

●HERO-23●HERO-23
　　標準セット標準セット

長谷川工業

精和産業

●脚部伸縮兼用脚立�●脚部伸縮兼用脚立�
　　RYZBRYZB

シャープ化学工業

ニチバン

●マスキングテープ●マスキングテープ
　　255G255G

主
　
催

TOK九州支店
福岡市博多区榎田2-8-19
TEL：092-473-6511　FAX：092-473-6515

※本展示会の表示価格は税抜き価格となっております。消費税は別途申し受けます。

※本展示会のご入場には招待券が必要です。お近くのT特約販売店へお申込下さい。

重松製作所

ユニテック

●ステンレスコート●ステンレスコート
　　スプレータイプスプレータイプ

●防じん・防毒マスク●防じん・防毒マスク
　　TW01SCTW01SC

●NewアートサンダーF●NewアートサンダーF

寺岡製作所

●一発養生テープ●一発養生テープ

●デジタル防水はかり●デジタル防水はかり
　　CS-20KWPCS-20KWP

フルテック

●デュアルタイプ膜厚計●デュアルタイプ膜厚計
　　LZ-990LZ-990

●Dry�Sara●Dry�Sara
　　建築用シーリング材建築用シーリング材

●防音洗浄機●防音洗浄機
　　�JC-1513DPN�JC-1513DPN++

土牛産業土牛産業

●●超硬ストロングスクレーパー超硬ストロングスクレーパー

ピカコーポレイション

●四脚アジャスト式●四脚アジャスト式
　はしご兼用脚立　はしご兼用脚立
　　SCN-120A/180A/210ASCN-120A/180A/210A

●COLOR�EXPRESS●COLOR�EXPRESS

ご注意

明治機械製作所

●パッケージエンジン●パッケージエンジン
　コンプレッサ　コンプレッサ
　　APE-25BAPE-25B

クリエート九州クリエート九州

+

●エアレスポンプセット●エアレスポンプセット

●エースクロスα●エースクロスα
　　YGR/YCLYGR/YCL

●●錆転換一液型エポキシ下塗処理剤錆転換一液型エポキシ下塗処理剤
　　AGUAAGUA--MG100MG100

出
展
メ
ー
カ
ー

アネスト岩田（株）

アルインコ（株）

（株）栄和製作所

（株）恵宏製作所 

ＮＣＫ(株)

エムオースプレーイング（株）

おたふく手袋（株）

(株）カスタム

カモ井加工紙（株）

京セラインダストリアルツールズ販売（株）

（株）空研

（株）クリエート九州

（株）クリスタルプロセス

（株）ケツト科学研究所

（株）兼六コンピュータサービス

工機ホールディングスジャパン（株）

興研（株）

光洋化学（株）

コンパクト・ツール（株）

（株）サンコウ電子研究所

（株）シーアールティー・ワールド

CFTランズバーグ（株）

（株）重松製作所

信濃機販（株）

シャープ化学工業(株)

精和産業（株）

日東電工（株）

（株）ツボ万

（株）寺岡製作所

土牛産業（株）

ニチバン（株）

日本ワグナー・スプレーテック（株）　

長谷川工業（株）

（株）ピカコーポレイション

（株）ビック・ツール

フルテック（株）

（株）明治機械製作所

（株）ユニテック

YBC JAPAN CO.　

（株）ワキタ　　　　　　　　　他

●伸縮脚付専用脚立●伸縮脚付専用脚立
　　KARUKARU

業界最軽量を業界最軽量を
実現!実現!

中粘着タイプで中粘着タイプで
　　糊残りしにくい!　　糊残りしにくい!

軽量・軽量・
ハイパワータイプ!ハイパワータイプ!

程良い粘着力で程良い粘着力で
　下地を傷めない!　下地を傷めない!

電源を気にせず、電源を気にせず、
　取り回しのよい　取り回しのよい
　　　　撹拌作業!　　　　撹拌作業!

素地が鉄でも素地が鉄でも
非鉄でも測定できます!非鉄でも測定できます!

防蝕・防錆・耐候防蝕・防錆・耐候
性に効果抜群!性に効果抜群!屋外作業に適した屋外作業に適した

軽便タイプのパッケージ型軽便タイプのパッケージ型!!

引き出しやすく、引き出しやすく、
　　切れにくい!　　切れにくい!

最大55％最大55％
飛散を抑えて吹付塗装!飛散を抑えて吹付塗装! 段差で使える段差で使える

脚部伸縮脚立!脚部伸縮脚立!

屋根の熱から足裏を守る断熱材屋根の熱から足裏を守る断熱材
の入ったソールは、斜面でもグの入ったソールは、斜面でもグ
リップが効く巻き上がったデザリップが効く巻き上がったデザ
インを採用インを採用

コロニアルトタン屋根コロニアルトタン屋根
の洗浄に最適!の洗浄に最適!

低騒音・高耐久!低騒音・高耐久!
測定用途に合わせ測定用途に合わせ
接続プローブの接続プローブの
選択が可能!選択が可能!

耐久性に優れ、耐久性に優れ、
　粉じんを　粉じんを
　　強力回収!　　強力回収!

様々な作業で様々な作業で
使用できる!使用できる!

軽量・小型!軽量・小型! 養生後は、養生後は、
キレイに剥がせます!キレイに剥がせます!

作業者にも作業者にも
周囲にも優しい周囲にも優しい
静音タイプ!静音タイプ!

ワキタ

●インバータ発電機●インバータ発電機
　　HPG3000iSHPG3000iS

ハイパワー・小型・軽量化、ハイパワー・小型・軽量化、

静音化を兼ね備えた静音化を兼ね備えた
大容量モデル!大容量モデル!

IP65準拠のIP65準拠の
防水デジタルはかり!防水デジタルはかり!

約20年相当の約20年相当の
　　　　高耐候性!　　　　高耐候性!

大きな大きな
メンテナンスパネルでメンテナンスパネルで
メンテナンス性がアップ!メンテナンス性がアップ!

塗装・清掃の塗装・清掃の
剥がし作業に！ 剥がし作業に！ 

立ったまま伸縮できる立ったまま伸縮できる
上部操作タイプ！ 上部操作タイプ！ 

完成イメージを完成イメージを
自在にクリエイト!自在にクリエイト!

多用途に使いやすい、多用途に使いやすい、
粘着力が強めの粘着力が強めの
養生テープ!養生テープ!

高い防錆能力！高い防錆能力！

●オールクリーナー●オールクリーナー
　　ACSF200�ACSF200�


